
１－１　協力の背景と概要

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）チュキサカ県北部地域は、貧困率 92.5％、極

貧率 87.8％（2001 年人口センサス）と同国内で最も貧困割合が高い地域のひとつである。同地

域では大規模な土壌侵食や水資源枯渇による耕作適地の減少や農地の生産性低下が生じており、

自給的な農牧業を営む農民の生活は困窮していた。

このような状況に技術的な改善策を示すため、わが国政府は 1999 年から 2003 年までチュキ

サカ県において ｢ 農地 ･ 土壌浸食防止対策実証調査 ｣ を行い、その成果を農村開発計画及び土

壌侵食防止手法としてまとめた。同調査では技術的な指針が示されたが、その成果を用いて開

発事業を推進する体制確立が課題として残された。

この課題を解決するため、ボリビア国政府の要請を受けて、JICA は技術協力プロジェクト ｢

持続的農村開発のための実施体制整備計画 ｣（フェーズ１に相当）をサンフランシスコ・ハビ

エル大学（以下、「SFX 大学」と記す）、チュキサカ県庁及び対象地域の 4 村役場をカウンターパー

ト（C/P）機関として 2006 年 1 月から 2008 年 1 月までの 2 年間実施した。同プロジェクトでは、

4 市村の 8 集落における開発計画の策定、農村開発に係る人材育成、開発資金源に関する調査

がなされた。

ボリビア政府の更なる要請に基づき、対象をチュキサカ県北部の 9 市村（36 集落）に拡大し、

2009 年 5 月から 2014 年 5 月までの 5 年間の予定で技術協力プロジェクト ｢ 持続的農村開発の

ための実施体制整備計画フェーズ２｣（以下、「プロジェクト」と記す）を実施した。フェーズ

２は、フェーズ１の成果を踏まえて農村開発の計画から実施までのプロセスをボリビアにおけ

る ｢ 自然資源の回復と保全を軸とした住民主体の農村開発モデル ｣ として確立させ、持続的な

農村開発実施体制を構築することをめざしたものである。

１－２　協力内容

（１）上位目標：

チュキサカ県内に農村開発モデルが普及し、小農の生活水準が改善される。

（２）プロジェクト目標：

チュキサカ県北部地域における農村開発事業の実施を通じ、農村開発モデルと実施体制

が確立される。

１．案件の概要

国名：ボリビア多民族国 案件名： 持続的農村開発のための実施体制整備計画

フェーズ２

分野：農業開発・農村開発‐農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：農村開発部 協力金額：3.8 億円

協力期間

（R/D）： 2009 年 5 月 22 日～

2014 年 5 月 21 日

（延長）：なし

（F/U）：なし

先方関係機関：サンフランシスコ・サビエル大学、チュ

キサカ県庁、対象 9 市村

日本側協力機関：なし

他の関連協力：なし

評価調査結果要約表
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（３）成果

１． 集落と市村（実施機関）、県庁と大学（支援機関）に農村開発事業の中核人材が養成

される。

２．�集落開発計画に基づいた農村開発事業の実施を通じて、農村開発事業の計画から実

施までのプロセスがモデル化される。

３． 市村、県及び SFX 大学により、総合農村開発事業実施のための内部及び外部の開発

資金が調達される。

４．�市村、県及び SFX 大学により、チュキサカ県北部地域の総合農村開発の方向づけを

行うための調整委員会が適切に運営される。

（４）投入（評価時点）

日本側：総投入額 3.8 億円

長期専門家派遣 3 名

短期専門家派遣 4 名

機材供与 1,680,406.44 ボリビアーノ（約 2,800 万円）

ローカルコスト負担 5,487,665.84 ボリビアーノ（約 9,500 万円）

研修員受入 11 名

相手国側：

カウンターパート配置 27 名（延べ人数）

土地・施設提供

３－１　実績の確認

（１）成果の達成度

成果１： 集落と市村（実施機関）、県庁と大学（支援機関）に農村開発事業の中核人材が

養成される。

指標 1-1： 10 名の大学教員、8 名の県の技術者、9 名の市村の普及員、9 名の市村の計画

担当者及び各集落の住民リーダーが、それぞれ育成されている。

指標 1-2： 研修実施結果を反映した研修教材・カリキュラムが整備されている。

指標 1-3： SFX 大学で設立を予定している研究・普及・人材育成を担当する部署におい

て、技術者研修年 1 回、農民研修年 2 回程度実施される。

２．評価調査団の概要

調査者 （1）総括 加藤　憲一 JICA 農村開発部　畑作地帯課課長

（2）農村開発 久保　仁 農林水産省　近畿農政局　整備部整備課　事業調整室長

（3）計画管理 村上　亮介 JICA 農村開発部　畑作地帯課

（4）評価分析 望月　昭宏 株式会社アイコンズ

（5）通訳 大滝　節子 一般財団法人日本国際協力センター

調査期間 2013 年年 11 月 14 日～ 12 月 7 日（24 日間）

（総括、農村開発、計画管理、通訳団員は

11 月 23 日本邦出発、15 日間）

評価種類：終了時評価

３. 評価結果の概要
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指 標 1-1、1-3 は達成された。指標 1-2 は部分的に達成された。よって成果１はほぼ達成

された。

指 標 1-1 に関して、目標値として養成すべき指導者の人数が各関係機関で目標値に達し

ていることが確認された。

指 標 1-2 は研修結果を反映した研修教材が整備されていることが確認された。カリキュ

ラムについては SFX 大学の「農村開発センター」の活動内容に合わせて今後作成され

る予定であり、プロジェクト期間中に整備される見込みは低い。

指 標 1-3 はプロジェクト期間中（5 年間）に技術者研修が 24 回、農民研修が 211 回実施

された。

成果２： 集落開発計画に基づいた農村開発事業の実施を通じて、農村開発事業の計画か

ら実施までのプロセスがモデル化される。

指標 2-1： 対象 9 市村の 36 集落がそれぞれ集落開発計画を有する。

指標 2-2： 個々のミニプロジェクト及びパイロットプロジェクトのモニタリング・評価

結果に基づき、自然資源保全・生活向上のために活用可能な技術リストが整

理されている。

指標 2-3： 総合農村開発事業の参加型の計画策定、実施、モニタリング及び評価の手法

が開発事業のサイクルとしてまとめられている。

指 標 2-1 はほぼ達成された。指標 2-2、2-3 はプロジェクト期間中の達成見込みが高い。

よって成果２はプロジェクト期間中にほぼ達成される見込みである。

成果３： 市村、県及び SFX 大学により、総合農村開発事業実施のための内部及び外部の

開発資金が調達される。

指標 3-1： 資金調達手続きがまとめられている。

指標 3-2： 普及員や市村の計画担当者、県及び SFX 大学の担当者が各種資金申請手続き

を理解している。

指標 3-3： 対象 36 集落において総合農村開発事業の資金調達のために、適切な申請書類

が作成されている。

指標 3-4： 9 市村の対象 36 集落において調達された資金が活用されている。

指標 3-1、3-2、3-3、3-4 ともに達成された。よって成果３は達成された。

指 標 3-1 は資金調達手続きマニュアルが完成していることが確認された。

指 標 3-2、3-3、3-4 については 20 回に及ぶ説明会・作成指導が実施され、関係各機関

の担当者が各種資金申請手続きを理解し、資金調達のための適切な申請書類が作成し、

調達された資金が活用されていることが確認された。

成果４： 市村、県及び SFX 大学により、チュキサカ県北部地域の総合農村開発の方向づ

けを行うための調整委員会が適切に運営される。

指標 4-1： チュキサカ県北部の総合農村開発に取り組むための調整委員会が設置され、そ

の中で、市村、県及び SFX 大学の役割分担が合意される。

指標 4-2： 調整委員会が、総合農村開発の活動を協議・調整するために定期的に開催さ
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れている。

先方実施機関間の政治的対立により、調整委員会によらず、それぞれの役割を明確に

したうえで、持続的総合農村開発事業を実施するのが適当との結果に至った。そのため、

指標 4-1、指標 4-2 の達成は困難になったが、実質的には組織体制は整備され、成果４

は達成された。

（２）プロジェクト目標の達成見込み

プロジェク ト目標：チュキサカ県北部地域における農村開発事業の実施を通じ、農村開

発モデルと実施体制が確立される。

指標１： 農村開発モデルとして提示できる優良事例が各市村で 1 件以上実施されている。

指標２： 県、SFX 大学及び各市村に農村開発モデルの実施に必要な人員が配置されてい

る。

指標３： SFX 大学農学部に総合農村開発事業を支援する研究・普及・人材育成を担当す

る部署が設置され、必要な人員が配置されている。

指標１は達成された。指標２、指標３についてはほぼ達成された。よってプロジェクト

目標はほぼ達成された。

SFX 大学は総合農村開発事業を支援する部署の設置、人員配置ともに大学の方針として

決定し、部署の体制構築や人員選定もほぼ完了している。以上より、プロジェクトの残り

期間内においてプロジェクト目標は達成可能とみられる。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：高い

１）対象地域・社会のニーズとの整合性

チュキサカ県は一部を除いて標高 4,000m 以上の高地であり、貧困率 90％以上と、ボ

リビア国で最も貧困割合が高い地域のひとつである。同地域では、渓谷地帯の限られた

耕作適地において収奪的な農業が行われてきた結果、土壌侵食や水資源の枯渇が進行し、

耕作適地の減少や農地の生産性低下が起きており、同地住民の生活は困窮している。伝

統的な農牧生産物の生産向上による食糧生産増加とともに、他の収入源創出を通じた生

計向上も必要とされている。本プロジェクトは、自然資源の回復と保全、農牧業開発、

社会開発といった総合的農村開発を通じて、農村住民の食糧生産増加や収入源創出等を

図り、農村住民の生活の質の向上に寄与しようとするものであり、現地のニーズに合致

している。

２）ボリビア国政府の開発政策との整合性

国家開発計画（2006 ～ 2011 年）のあとを受けて発表された国家アジェンダ 2025 に

おいても食糧の生産性向上が掲げられている。農村開発土地省の農牧セクター開発計画

（2011 ～ 2015 年）では食糧安全と食糧主権をめざした農村開発を目的に掲げ、8 つの政

策を示している。その政策には、食糧安全と食糧主権のための農牧生産、生産的な農牧

開発、収入創出と持続性のある農牧生産物余剰、灌漑水へのアクセスが含まれている。

本プロジェクトは、総合農村開発を通じて農村住民の生活の質の向上に寄与する目的を

有することから、ボリビア国政府の政策に合致しているといえる。
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３）日本政府の支援方針との整合性

日本政府は、対ボリビア国別援助計画（2009 年 4 月）の中で、「貧困削減のための社

会開発支援」及び「持続的経済成長のための支援」を支援の柱としている。また対ボリ

ビア国国別援助方針（2012 年 6 月）の中で、「地方開発等を通じた生産力向上」は重点

分野となっており、農業生産性の向上は貧困削減の観点から重視されている。したがっ

て、農村住民の生活水準の向上をめざす本プロジェクトは、日本政府の援助方針と合致

している。

４）プロジェクトアプローチの妥当性

本プロジェクトの対象地域はボリビア側が選定を行った。選定地域は都市部周辺に位

置し、水、電気といった各種基本インフラが整備されておらず、極貧層が居住している

地域である。傾斜地が多く土壌侵食が生じやすい地域であり、また年間雨量も少ない

チュキサカ県北部地域において、自然資源の回復・保全（持続的な土壌、水、植生の管

理）を基礎としつつ、農牧業生産向上や収入源の創出といった活動を通じて、持続的な

農村開発を進めるものであり、プロジェクトのアプローチは妥当性がある。

（２）有効性：やや高い

１）プロジェクト目標達成見込み

成果１と成果２と成果３について、当初の予定していた成果はほぼ達成された。一方、

成果４については、2012 年 7 月頃よりチュキサカ県庁と SFX 大学の政治的対立から県庁

が SFX 大学の活動と距離を置くこととなり、調整委員会の運営は困難となった。調整委

員会が開催されなくなったことにより、県が負担していた予算分の減少、あるいは一部

市村との協働体制にも支障が生じ、プロジェクトの円滑な運営に一部支障を来した。

実施機関の連携に障害は生じたが、プロジェクト後半では、各実施機関がそれぞれの

強みを生かし、独立して事業を運営する体制に整理したことで、全プロジェクト実施期

間を通じて農村開発事業は実施されてきた。当初想定していた複数の実施機関が有機的

に機能する体制ではないが、それぞれの実施機関が独自の力で事業を実施できる体制は

構築されたといえる。またこれらの農村開発事業をもとに、プロジェクトで技術リスト

や参加型事業の実施方法が取りまとめられ、農村開発モデルが確立された。以上より、

プロジェクト目標はおおむね達成したと解釈できる。

２）成果とプロジェクト目標の関係

政治的な外部要因により、当初想定された成果からプロジェクト目標へつながる流れ

とはならなかったが、もともとの成果とプロジェクト目標の関係性に特段問題はなかっ

たと判断する。

（３）効率性：高い

プロジェクト活動全般の進捗については、おおむね順調で成果を上げつつあり、本プロ

ジェクトの効率性は、満足できる水準であると判断される。

１）プロジェクトの運営管理について

既述のとおり、政治的対立により 2012 年 7 月以降、調整委員会が開催されなくなり関

係機関間、特に市村との調整は必ずしも十分ではなかった。

現在、チュキサカ県においては県庁が主導的に実施する農村開発事業と、大学が主導

的に実施する農村開発事業が併存している。本来、大学、県庁ともに同一プロジェクト
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の実施団体であったので、残りのプロジェクト期間を円滑に実施するために、市村、裨

益者が混乱しないよう留意してプロジェクトを実施していくことが求められる。

２）日本側投入について

日本側の投入（専門家、本邦研修、第三国研修、機材供与、現地業務費）は、プロジェ

クト活動を進めるためにおおむね適切なものであり、プロジェクト活動の効率的実施に

用いられた。なお、これまでに実施されているボリビア国内や第三国での技術や経験の

交換交流は、C/P 並びに農民の能力強化の効果が高いと判断される。

３）ボリビア側投入について

2013 年 11 月時点で、計 27 人の C/P が配置されている。内訳は、SFX 大学が 11 人、

プロジェクト対象地域の市村が 16 人である。なお、チュキサカ県庁については政治的対

立後、C/P の位置づけがあいまいになったため、C/P 人数としてはカウントしていない。

ボリビア側関係機関は、それぞれプロジェクト活動に対して予算支出をしており、プ

ロジェクト活動推進に寄与している。今後も、プロジェクト活動への資金的投入が継続

され、プロジェクト活動の効率的で円滑な実施が継続することが期待される。

（４）インパクト：高い

１）上位目標達成の見込み

個別農家レベルでは、上位目標達成につながるインパクトが確認されている。ボリビ

ア側が持続的、効果的に農村開発モデルを普及させることで、これらのインパクトが面

的に広がって上位目標達成にいたる見込みは十分にある。

２）その他

チュキサカ県北部地域では、土壌流出により土壌生産性が低下し、さらに灌漑施設が

未整備のため安定的な農業生産が行えず、出稼ぎ人口の増加や当該地域からの人口流出

が起きていた。その中で、プロジェクトにより灌漑設備が整備され、土壌状態や水資源

を考慮した持続的な農業モデルが構築されたことは、プロジェクト対象集落の人口流出

を防ぐことにつながっている。このことは一部地域において、女性の集落活動の活性化

や学童の登校率の向上につながっており、正のインパクトといえる。

（５）持続性：高い

１）政策面

政策面では、国家開発計画、国家アジェンダ 2025 などの農村開発計画において国家レ

ベル、県レベルにわたり食糧生産や自然資源・環境保全を計画として打ち出しており、

本プロジェクトの成果を持続的に活用することが見込まれる。

２）組織面

組織面では、SFX 大学、チュキサカ県庁とも組織として農村開発を推進しており、プ

ロジェクト終了後もこの体制は維持される見込みである。なお、大学においては本プロ

ジェクトに参加した農業技師を引き続き農村開発事業に従事させることが決定された。

他方、県庁においては本プロジェクトが雇用していた農業技師を、県庁が独自に実施す

る農業開発事業のために雇用するなどされており、組織面における持続性も高いことが

見込まれる。

３）財政面

財政面では、大学は炭化水素税に加え株を所有するセメント会社の株式配当により安

定的な財政基盤があり、県庁も 2018 年まで 5 年間農村開発プログラムの予算を確保して
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おり、それぞれの機関が農村開発を継続する財政基盤がある。

４）技術面

技術面では、大学は本プロジェクトにおいて作成された技術リストを利用して、各農

村に適した支援モデルを作成、実施する能力を農業技師が修得していることより、技術

的な観点における持続発展性が見込まれる。

３－３　効果発現に貢献した要因

政治的対立という外部状況の変化に際し、先方関係機関と粘り強く調整を行った結果として、

当初想定していた複数の実施機関が有機的に機能する体制ではないが、各実施機関が独力で事

業を実施できる体制づくりへと、柔軟に方針を変更したことはプロジェクト目標達成の貢献要

因として挙げられる。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

ボリビアの地方政府機関においては、選挙で自治体首長が交代すると、人員配置や組織の方

針が大きく変更されることがよくある。本プロジェクトにおいても、自治体首長の交代により、

人員配置や組織の方針が変更し、効率性を低下させる要因となった。

３－５　結　論

終了時評価時点における指標達成度は高く、成果及びプロジェクト目標はほぼ達成されたと

判断される。また、上位目標においてもプロジェクト終了後に達成される見込みは高い。

５項目評価においては、妥当性と効率性とインパクトと持続性は「高い」、有効性は「やや高

い」と判断される。したがって、本プロジェクトは予定どおり 2014 年 5 月に終了することとする。

３－６　提　言

・ プロジェクトは技術協力終了までの 6 カ月間、技術リスト及び参加型農村開発のマニュア

ルの作成を着実に進める必要がある。

・ プロジェクトで作成した技術リストや参加型農村開発マニュアルは、SFX 大学での活用が

想定されている。プロジェクト終了まで、SFX 大学以外のチュキサカ県農村開発に関心の

ある者に対しても、プロジェクトの成果を知らしめ、かつ成果がプロジェクト終了後も活

用されるよう、広報と普及に努めるべきである。

・ チュキサカ県北部の農村開発に関わる各機関が、それぞれの立場と活動を尊重し、農村開

発における共通課題に取り組むべきことが望まれる。

３－７　教　訓

プロジェクトの実施機関が複数にわたる場合、各機関間の調整をいかに図るかが円滑なプロ

ジェクト実施の鍵となる。本プロジェクトでは、当初緊密に連携していた複数の実施機関が政

治的な対立により、ある時期を境に協調関係を保つことが困難になった。そのため、今後政治

的対立が生じる可能性がある場合は、必ずしも多くの機関が協調して事業運営に関わることを

前提とせず、事業実施のイニシアティブを取る機関を決め、その他の機関は支援機関と位置づ

けるなどの工夫をすることにより、円滑な事業実施の実現に貢献可能になる場合もあると考え

られる。
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